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１．調査の実施期間 

  平成 22 年 7 月 6 日（火）～7 月 27 日（火） 

 

 

２．調査の実施方法 

 本調査では、無記名の調査票を事務局が作成し、上記実施期間内に来館した全来館者

に配布した。会議室・印刷機利用者に対しては団体ごとに当日参加者数の調査票を渡し、

個人利用者に対してはその個人に利用票を渡した。この対応により、一団体一度のみ回

答を得られるように配慮したが、上記期間内に複数の団体のメンバー・参加者として当

センターを使用した利用者については、複数回の回答をした可能性を排除できない。回

収は窓口で直接収受した他、回収箱への投函も受け付けた。 

 

 

３．調査票の配布数と回収数・回収率について 

  配布数：374 通  回収数：218 通  回収率：58.3% 

 

 ※調査における用語について 

：多賀城市では、ＮＰＯ、地縁組織（町内会など）、生涯学習団体の三者による協働

の地域づくりを進め、よりよい社会の実現を目指している。 

そのため、本調査における「市民活動団体」という用語には、ＮＰＯだけではな

く、同時に、町内会等地縁組織と生涯学習団体も含まれており、団体ごとに多様な

特性を活かした地域づくりの担い手として捉えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．各質問項目とその回答傾向について 

 

質問Ⅰ：あなたのご所属にあてはまるものに○印をつけてください。 

 

 

  

7 月期における利用団体ごとの属性分類としては、ＮＰＯ・生涯学習団体でほぼ 4:6

の構成比となっているが、総来館者数における比率としては、60%以上を生涯学習団

体が占めている。これは、生涯学習団体の場合、講習や定例会の参加者数が多いこと

から利用 1 回当たりの利用者数が多く、一方で、ＮＰＯの場合は作業や打ち合わせな

ど 1 回当たりの利用者数が少ない傾向にあることから、利用団体数と利用者数の属性

比較において差が生じているものと思われる。 

 ただし、地域社会における課題解決を目指す取り組みを主な活動としながら、属性

分類においてはＮＰＯではなく生涯学習団体と回答している団体もあるので、本設問

における数値には若干の誤差が生じているものと思われる。 

いずれにせよ、公民館と並んで、当センターが本市における生涯学習の展開に欠か

すことのできない、拠点の一つとして機能していることを表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問Ⅱ：どれくらいの頻度でご利用になっていますか？数字を○で囲んでください。 

 

 

 

 

 質問Ⅰにおける回答者の属性と、上記質問Ⅱの内容を踏まえ分析したのが本表であ

る。属性別の特徴においては生涯学習団体の利用頻度が概ね高い傾向にあるが、それ

も含めて全体的に月 1~3 回の利用頻度が多いことが分かる。ＮＰＯにあって週２~４

回、週１度の利用と回答した団体については共同事務室の利用団体からの、生涯学習

団体にあって同様の回答を得たケースにあっては、毎週当センターを定期的に利用し

ている団体からの回答であることを推測することができる。 

 

 

 質問Ⅲ．スタッフの窓口対応について 

  (１)当センターの窓口サービスの印象について 5 段階で○印をつけてください。 

 

 

 



 特に「挨拶・言葉づかい」と「整理整頓・清潔さ」については 5 評価が 50%以上

を占め、非常に高いスコアを得た。全体としても 5 評価と 4 評価の合計が全回答の

86.2%を占めており、大変高い評価を得たと判断できる。 

 

 

 

 本表は、項目ごとに、全て 5 評価だったときの点数を 100 点とし、実際の回答に

おける得点の合計をその到達度として点数評価で表したものである。全項目につい

て 80 点を上回る結果を得ており、窓口対応における接遇全般で高評価を得ること

ができた。 

 

（2）上記の窓口サービスの印象について、ご意見やお気づきの点をご記入ください。 

  自由記述記入件数：54 件 （24.8%） 

  肯定的意見：47 件 

○いつもあいさつの声をかけていただき感じがいいです。 

○挨拶のさわやかさ、言葉づかいの親しみやすさ、親切な応対にいつも癒さ

れています。 

○窓口対応、みなさんの対応すばらしいです。 

○親切です。1 を聞くと 10 教えてくれます。 

○館内が非常にキレイに整理整頓されていて気持ちがよい。 

○相談しやすい空気かつ親切でした。 

○皆、元気に挨拶してくれるのがうれしい。 

○笑顔での対応がいいですよ。 

 …ほか。 

 

提言・ご意見：7 件 

○手続き等が極めて役所的で、役所を上回る面倒さがある。正確であってか

つ簡素。 

○受付に人がいない印象 

○今回会場がわからなかった。 



○暑いときに自由に飲める水がほしいなと思いました。 

○お茶を飲む（ポット等）設備があると良い。 

○茶道具（湯沸かしポットをもう一つふやして欲しい） 

○お茶の用意があるといい。 

 

 自由記述においても、肯定的な意見が多数を占めた。提言・否定的意見につい

ては改めての検討を要するが、すでに提供されているサービスの紹介が行き届い

ていないことや、当センターの場所案内の不案内さにかかる意見もあった。 

 

質問Ⅳ． 

(１)当センターをどのような目的で利用されていますか？当てはまるものすべてに

○印をつけてください。 

 

 
 

 生涯学習団体の各種教室への参加者が多いことを受け「イベント参加」の回答

が多くを占めたが、「会議・定例会」「事務作業」「イベント開催」と言った組織運

営に関する利用についても 46%を占めるに至った。イベントや講座の会場として利

用される一方、その実施にあたる各種市民活動団体の活動拠点としての利用もな

されている現状が明らかとなった。 

 ただし「会議・定例会」と回答したケースの中には、組織運営にかかる場合だ

けではなく、各種生涯学習団体が個別に開催している教室活動への参加について

も、本項目に誤って回答されていることも推測できる。 

 

 

 

 

 



質問Ⅴ．利用設備・サービスの種類と評価 

（1）当センターでお使いいただいたことのある設備・サービスと、その使いやすさ

について、○印をつけてください。 

 

 

 

 利用割合は「会議室・和室」が最も多く、次いで「コピー機」「印刷機」と続く。

総じて「場の支援」にかかる利用が多くを占めているが、これも生涯学習団体の各

種教室への参加者が多いためと思われる。ソフト支援のメニューとしては「チラ

シ・パンフレットラック」や「た＋す＋と」が中位を占める。 

 満足度としては、概ね 70～80%台で推移しているが、パソコン・たがサポ文庫・

委託図書販売がそれらを下回る。パソコンについては、情報サロンに配置してある

利用者用パソコンを質問の対象としたが、市が特定の団体の活動に提供すべく配置

し、当センターの備品としていないパソコンについて、ここで回答されたことが次

の項目の回答から推測できる。 

 

 

  



（２）上記の設備・サービスの使いやすさについて、ご意見やお気づきの点があればご

記入ください。 

 

自由記述記入件数：28 件 （12.9%） 

  

肯定的意見：17 件 

○道具がそろっていてキレイだった。 

○広さが丁度良くすごく使いやすいです。 

○大変感じの良い施設です。 

○満足しています。 

 …ほか 

 

提言・ご意見：11 件 

○ポット、お湯等、お茶を飲む設備が欲しい 

○大会議室のプロジェクターが暗くて見えづらいです。正方形のスクリーン

があるといいと思います。 

○エレベーターがほしい。階段登るのがつらい人がいる。場所がせまい。 

○101 会議室は狭く使いにくい 

○ドアから２０１に入るときの段差が危険だと思います。 

○小さめのテーブルがほしい 

○四角いテーブルが欲しいと思いました。 

○パソコンが古くなってつかえないものが何台かある。 

○パソコン・・・古いので調子が良くない。 

○パソコンが使いづらい。修理が必要の物もあるので、点検してほしい。（パ

ソコン教室のパソコンです） 

○ただし電話設置及びインターネット設置用のブース内配線がほしい。 

  

 

特にパソコンの改修に関する希望が多く寄せられているが、情報サロンのパソ

コン以外については事務局で対応できないため、それらを管理している市当該課

に状況を再度引き継ぎ、対応を依頼する。その他の事項については、今後実施さ

れる建物の改修工事に合わせて順次対応していく。なお、茶器類の貸し出しはす

でに提供しているため、その周知を徹底すべく、表示類の設置を急ぐものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



質問Ⅵ．当センターで開催している下記のイベント・講座に参加されたことはあります

か？当てはまるものすべてに○印をつけてください。 

 

 

 

  市民活動に関する講座に関しては、各種生涯学習団体が開催している講座と混同

して回答がなされた可能性が若干はあるが、上記設問においては、確かに最も参加

の可能性が高いファクターであることが推測される。イベント・フェスティバルに

ついては 16%の回答があり、比較的高い割合を示している。当センターにおけるイ

ベントと支援メニューとの関わりを考える上で、貴重なデータと言える。 

 

質問Ⅶ．当センターを利用することで、どのような効果がありましたか？当てはまるも

のすべてに○印をつけてください。 

 

    

 



 場の支援に関するメリットとして「活動拠点の確保」が最も大きい割合を占めてお

り、次いで「スキル向上」「会員数の増加」「情報収集」がつづく。スキル向上につい

ては、生涯学習団体による各種講座の結果が含まれていることを否定できないが、組

織運営上のメリットは 90%以上の団体が何らかの形で提供できていることになる。 

 

質問Ⅷ．今後、当センターでより充実させてほしい機能・サービスをお答えください。

当てはまるものすべてに○印をつけてください。 

 

 

 

 ■自由記述欄 

○201 会議室を前のように使用したい。 

○エレベーターがほしい・インターネットの無線 LAN。 

○室毎に冷暖房ができると良い。 

○エレベーターの設置。 

○エレベーターの設置。 

○活動に対して料金がきつい夕方を安く？ 

○101 会議室は狭く使いにくい。 

○エレベーターほしい。 

 「市民活動に関する講座の開催」が最も高い比率ではあるが、上記質問と同じ

く、ここには生涯学習団体が主催する講座開催に関する希望が混同されている可

能性を否定できない。 

 しかしながら、その他のソフト支援についても「センター設備拡充」に次いで

ニーズが求められており、当センターの支援メニュー開発の参考となり得る数値

が返ってきた。他団体・行政との協働・連携に高い希望が寄せられたことは、注

目に値する。 

 



質問Ⅸ．市のコミュニティ政策の取り組みについて 

（1）多賀城市では、地域の市民が交流を深め、話し合いの文化を育てながら地域づく

りをすすめる「こみゅにてぃプロジェクト」を平成 21 年度から開催しています。

この事業をご存知ですか？あてはまるものを○で囲んでください。 

 

 

 

 

 

（2）多賀城市では、市民活動団体の資金調達支援として「多賀城市市民活動助成事業」

を実施しています。この事業をご存じですか？あてはまるものを○で囲んでくださ

い。 

 

 

 

 

 



（3）多賀城市の地域づくりに関する取り組みについて、どのような印象をお持ちです

か？その取り組みの進み具合を評価いただき、○印をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表は、項目ごとに、全て 5 評価だったときの点数を 100 点とし、実際の回答に

おける得点の合計をその到達度として点数評価で表したものである。全項目につい

て 70 点から 60 点の間に数値が収まっている。 

 

質問Ⅹ．市のコミュニティ政策の取り組みについて 

 ■自由記述欄 

自由記述記入件数：29 件（13.3%） 

 肯定的意見：20 件 

○会場提供ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

○施設的に開放感があって明るく活用しやすいと思う。スタッフの皆さんが

親切に対応してくださるのでありがたいです。 

○会場提供ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

○３か月以上も前から予約ができることはたいへんうれしいことです。 

 …ほか 

 

提言・ご意見：9 件 

○以前にはサポートセンター自体が知らないしどんな事をしているかも知ら

なかった。今般知人を通して知ることになり利用させて頂いております。

広報誌でももっと掲示してほしかったです。 

○チラシの表示等、詳しくした方が良い。例えば「教育」だけではなく「教

育＋生涯学習」「教育＋食育」分けてください。 

○・要望事項を申し入れても言い逃れの言葉が多く受け入れてもらえない。 

・印刷機を借りに行くと原稿を提示し、印刷後は印刷物見本を一部提出し

て来なければならないのは何故か？ 

・長時間トイレの清掃をしており使用に際し不便だ。エレベーターがほし



い。階段登るのがつらい人がいる。場所がせまい。 

○夏に暑い時に自由に飲める冷たい水が設置してあればうれしいなと思う 

○当センターに市外から来ると解りづらいです。表示などをわかりやすくお

願いします。 

○水曜日が休みなので予定をそれに合わせないといけなかったのが困った 

○駐車場をもう少し整備して使いやすくして欲しい。 

○広報をもっと多くして欲しい 

○・多くの活動の為の情報や知識を知っている職員がいない。（他県や他市

の活動に関する情報 

 ・一部の活動している人しか、サポートセンターの存在を知らない。 

 

５．全体総括 

 

：接遇など全利用者を対象に一律的に提供するサービスについては貴重なデータが収集

された。窓口対応は当センター業務における信頼創造の基礎であり、設備・施設の貸

出（ハード面での市民活動支援）と相談対応・情報提供（ソフト面での市民活動支援）

の双方のサービス利用促進にかかる重要な要素である。今後も接遇関連の項目につい

ては継続的な全数調査によるチェックが求められる。 

 

：今回のアンケートでは、設備・施設に関する改善要望が自由回答でも多く寄せられた

（エレベーターの設置、駐車場の改良、看板の設置、備品類の整備等）。これらにつ

いては、今年度以降の整備を進め、利用者からの要望に対応し、施設環境の改善に努

めることを方針としたい。 

 

：また、当センターの認知不足を指摘する声もあった。センターの利活用促進を図るた

めにも広報は重要な要素と認識しており、「市政だより」では、この 3 年間に 21 回の

記事・募集告知の掲載があった。また、マスコミには 10 回登場している。さらに一

般的なチラシ・パンフレットによる広報やメディア活用に合わせて WEB 利用の拡充

を図っている。これについては、現在の主な利用者層（シニア層以上）からの利用率

は低いかもしれないが、各月におけるアクセス件数は 5000 件を超えており、幅広い

人々がホームページから情報を入手している。来館者だけではなく、情報によるサポ

ートも可能にするものが WEB サイトなので、とくに現役層（20~40 代）の利用促進

には効果的と考えている。薄く広く広報を展開するのではなく、対象を明確にし、メ

ディアの特性を生かした粘り強い広報展開を続けることが重要である。 

 

：一方で、市民活動団体に対するソフト支援（特にマネジメント支援）の効果について

は、各団体における運営側スタッフ以外からの回答を多く含んだことと、ＮＰＯ・地

縁組織からの回答率が相対的に低かったため、回答値に大きな誤差を含まれる結果と

なった。市民活動団体を対象としたマネジメント支援は、主に当センター主催の講座

と日常的な相談対応を柱に展開しているが、これらについては今回の全数調査に実態



を反映させることが困難であった。実数として、平成 21 年度については年間 309 件

（対応時間総計 6,345 時間）の相談利用と 686 人の講座・イベント参加者を得ている。

今後、同様の調査を展開する際には、この点を考慮して調査企画を立てることが必要

である。 

 

以上 


